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第２４１９回例会
第２４１９回例会 ２０１７年１１月２日
２０１７年１１月２日
点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

中 野会長

理事会報告
12 月例会予定
7日

奉仕の理想
武井会員

春日部青年会議所 2017 年度理事長 島村智幸様
2018 年度理事長予定者 鈴木健太郎様



2018 年度専務理事予定者 小川 哲史様

11 月結婚祝

14 日

クリスマス家族例会

22 日

経済講演会（大宮サンパレス）

28 日

休 会（年末年始）

台湾クラブ来訪について
当日のスケジュール、例会内容→後日



石塚親睦委員長

深瀬英太郎（3 日） 篠原達幸（2 日） 古谷松雄（10 日）

誕生祝・理事会（和泉屋）

会場：和泉屋（台湾より 18 名来訪）

2018-19 年度青少年交換派遣生 深瀬 心羽さん
お母様 深瀬 陽子様

仁部エレクト

グローバル補助金について
インド東部地区 トイレ整備について検討



下津谷忠男（17 日）大作貴洋（28 日）

泉地区花火大会について
12/16（土）泉地区花火大会開催→5 万円寄贈

11 月誕生祝



その他

真中博克（5 日） 舟越芳朗（10 日）

・クリスマス家族例会について→大人 50 名目標

高橋佑輔（14 日） 栗原偉憲（17 日）

・出席・スマイル委員会について→親睦委員会内に

関口博正（19 日） 渋谷忠明（19 日） 宮田雄一（26 日）

会長挨拶

中野会長
中野 会長

11 月に入り上半期も残り 2 ヶ月となり

・地区大会集合時間（東武動物公園駅）→10:30 東武

ルフ、第 6 グループゴルフなど行事がた

動物公園駅改札

くさんありましたが、無事に終えることが

・11/16 財団卓話、加藤会員卓話（旅行報告）のため

できほっとしております。また、12 月に向

12:00 より食事,12:30 点鐘

けて地区大会、台湾クラブ来訪、クリス

・ライラ研修生募集→ウム・ヴェルト（小柳会員）

マス家族例会など皆様のご協力をお願いすることがあり
ますが、どうぞよろしくお願い致します。



・3 クラブ合同例会について（日程）→ホストクラブ（杉
戸）、開催日 2/15（木）高橋屋

ました。先月は、公式訪問、地区大会ゴ

幹事報告

設置、担当：栗原会員

お客様挨拶
お客様挨拶

青少年交換派遣生 深瀬心羽さん

2018-2019 年度青少年交換の派遣生
折原幹事

になりました、春日部共栄中学 3 年の深

青少年奉仕部門より、平成 30 年 1

瀬心羽です。この度はスポンサークラブ

月 27 日（土） 市民会館うらわに

になって頂きありがとうございました。私

て開催される第 29 回ローターアクト

はヨーロッパ圏の留学を希望しています。

地区年次大会の案内が届いており

これからオリエンテーションなどがはじまります。精一杯

ます。

頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。
例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

米山奨学生報告

パク・アヒョンさん

就職活動も終わり今では、卒業論文

スマイル報告

石塚会員
石塚会員

中野会長：
中野会長： お客様ようこそ。先日のグループゴルフは大風

を書く作業に追われています。先日論

の中ご苦労様でした。

文の添削指導があり、テーマをひっくり

折原幹事：
折原幹事： JC の皆様、深瀬様ようこそ。

返して書くことになりました。11 月末ま

石井会員
石井会員：
会員： 杉戸 RC に入会してから昨日で満 6 年が経過し

ではかかると思いますので大変です。

ました。10 年目目指して頑張ります。ご指導の程。春日部

11 月の地区大会で奨学生は踊りを踊ります。今その練習

青年会議所の皆様ようこそ。

にも励んでいますので皆さん楽しみにしてください。

お客様挨拶
お客様挨拶

春日部青年会議所 理事長島村智幸様
理事長島村智幸様

春日部青年会議所 2017

仁部会員
仁部会員：
会員： 12/16（土）いずみにて最初で最後の花火大会
を開催致します。沢山の協賛宜しくお願い申し上げます。
先月は台風が土、日に掛かって 2 回。旅行業にはつらい

年度理事長の島村智幸と申

ところです。

します。例会の貴重な時間

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 春日部青年会議所の皆様、ことはちゃん、深

を頂きありがとうございます。

瀬さん、杉戸町社会福祉委員会の皆様、ご来場ありがと

本日は 2018 年度理事長予

うございました。

定者と 2018 年度専務理事予定者のご挨拶に参りました。

野口会員
野口会員：
会員： 久しぶりに良い天気ですね。

杉戸 RC の皆様に置かれましては日頃より大変お世話に

廣井会員
廣井 会員：
会員 ： 島村理事長、お疲れ様でした。鈴木次年度頑

なっております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

雑誌紹介

廣井会員

張ってください。

栗原会員
栗原会員：
会員： 島村理事長はじめ、鈴木君、小川君お疲れ様。

本日の雑誌紹介は P.28「日本のロ

JC を卒業したら商工会議所青年部に入らずロータリーに

ータリー100 周年実行委員会アンケー

入会してください。しかし、酒の席では、よけいな話をした

ト調査結果報告」をごらんください。

ら大変ですけどね。

クラブの現状と課題については、会員

矢島会員
矢島会員：
会員： お客様ようこそ。深瀬さん頑張ってください。

の高齢化、減少、が大きな課題となっ

舟越会員
舟越会員：
会員：渋谷会員：田中会員：武井会員：細井会員：

ており、運営については、例会・委員

篠原会員：石塚会員：折原会員：小柳会員：真中会員：

会活動、ネット対応不十分、前例主義から脱却できない

お客様ようこそ。

など、またおもしろいところでは、長老支配というのもあり

本日のスマイル

ました。ロータリーを続ける理由の一番は、異業種交流、
生涯の友ができるということでした。他にも様々な項目で
興味深いアンケート結果が載っているので是非ご覧にな

スマイル本日投入額
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２7，０００円
，０００円
４１８，０００
，０００円
４１８
，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

ってください。
次に、P.362019-20 年度 RI 会長マーク・ダニエル氏が
選出されたこと、そして R 財団の賞について第 2770 地区
では、岩渕パスト、渡邉パストの名前が載っています。
縦欄の P.30 の「いみず子ども食堂」をご覧ください。こ
のクラブでは月に 2 回土曜日に児童生徒に昼食を提供す
るボランティアをしており、子育て中の母親や共働きの家
庭の母親から昼食付で面倒をみてくれるので大変助かっ
ていると感謝されているそうです。

出席報告

石塚会員
石塚会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

45

21

24

0

10

71.11%
71.11%

青少年交換委員

戸賀崎会員

派遣生

深瀬心羽さん

お母様

深瀬陽子様

